
NEARER MY GOD TO THEE 

 

① In articulo  mortis Caelitus   mihi vires 「死の瞬間に神は私を召されるのだ」 

② Nearer my God, to Thee, nearer to Thee. 「少しでも近く私の神、貴方様の元へ」 

③ E’en though it be a cross that raiseth me. 「たとえ十字架に架けられようとも」 

④ There let the way appear, steps unto heaven「ほら、道が、天国への階段が現れた」 

⑤ All that thou sendest me, in mercy given 「全てはお慈悲により私に贈られた」 

⑥ Still all my song shall be 「それゆえ私の願いはただ一つ」 

⑦ Though like the wanderer, the sun gone down, 

⑧ Darkness be over me, my rest a stone, 「墓石に閉じ込められた時」 

⑨ Angels to beckon me「天使たちが私を手招きし」 

② Nearer my God, to Thee, nearer, my God, to Thee, nearer to Thee 

「私の神である貴方様の下へ。少しでもお近くへ、お側にお召ください」 

⑩ Or if on joyful wing, cleaving the sky,  

「そう、喜びに満ちた翼に乗って天空を切り裂くように進むのだ」 

   Sun, moon, and stars forgot, upward I fly. 

「太陽や月、星星の存在を忘れるくらい遙に越えて空高く飛んで行く」 

⑪  Excelsior !「より高く！」「ニューヨーク州の標語」 

 

Latin verse 

①In articulo mortis caelitus mihi vires. 「死の瞬間に、私を天国にお召しになる」 

⑬Deo adjuvante non timendum in perpetuum. 「神の御加護を畏れず受けるが良い」 

⑭Dirige nos Domine ad augusta per angusta. 

「神は狭き道(門)から天国へと私達をお導きくださる」 

⑮Sic itur ad astra excelsior, excelsior, excelsior, excelsior, excelsi- 

「星よりも高いところへと、より高く、更に高く、遥かに高く、崇高な天国へと」 

 

 

作詞者：Sarah Fuller Flower Adams について 

彼女はジャーナリストで政治家であった Benjamin Flower の末娘で 1805 年 2 月 22 日

イギリスの Harlow Essex で生まれ、1848 年８月 14 日ロンドンで結核により享年 43 歳で

病死した。当時結核は不治の病である。1834 年２９歳の時に発明家としても土木技術者と

しても有名な William Brydges Adams と結婚している。 

 

彼女は女優志望だったがステージ生活は健康が許さず、1837 年にはマクベス夫人を演じ

たが短期間で幕を閉じた。その後は作家に転じて多くの雑誌に投稿したり、初期キリスト



殉教者にまつわる詩 Perpetua(1841)彼女が 36 歳の時、The Flock at the Fountain(1845)、

彼女が 40 歳の時、そして子供のための公教要理を著している。 

 

1841 年の Williams Johnson Fox 編纂による讃美歌・合唱曲集には 13 作品が掲載されて

いる。その中で最も広く知られているのが「Nearer my God, to Thee」である。この賛美

歌はアカデミー賞のいくつかの部門でノミネートされた1936年の映画「サンフランシスコ」

のラストシーンで歌われ、1997 年アカデミー最優秀賞を受賞した映画「タイタニック」の

中でタイタニック号の専属楽団により演奏されたのは実話である。1912 年４月 14 日北大

西洋でタイタニック号氷山と衝突して沈没。一説では 2200 名中生還者は約 700 名 

 

また、1901 年に暗殺されたアメリカ第 25 代大統領 William McKinley の葬儀でも演奏さ

れた。それ以前の同じく凶弾に倒れたアメリカ第 20 代大統領 James Abram Garfield が墓

地に埋葬される時にも演奏されている。更に、アメリカ婦人宣教師ジェニー・カイパーが

フェリス女学院院長の時に関東大震災で建物の下敷きになりこの賛美歌を口ずさみながら

殉職した。 

日本ではテレビアニメ「フランダースの犬」の最終回のクライマックスで使用。 

これらの話を総合すると、短命でこの世を去らなければならなかった無念に対して、天

国では少しでも神様の傍に近づけることを、この賛美歌で祈り鎮魂したのだろう。 

 

病気、事故、事件、貧困、災害、決闘、暗殺、不当処刑など原因は数限りなくあった。 

我が OB 諸氏の中にも還暦にも満たず逝ってしまった人もいる。平均寿命以下でこの世

を去った諸氏のためにも歌ってはいかがか。              H27.3.13 沖本 

 

彼女がインスピレーションを得た旧約聖書・創世記 28 章 11～12 節は以下のとおり。 

「ヤコブがある所に着いた時、ちょうど日が沈んだのでそこで一夜を明かすことにした。

彼はそこにあった石を枕にして寝た。彼は夢を見た。一つの梯子が地に向けて立てられて

いる。その頂きは天に届き神の使い達がその梯子を上り下りしている。」 

 

たったこれだけからの閃きは、やはり結核を発病したことを知って、自分のためにも作

詞したと考えても良いのでは？ 

 

 

作曲者について（ｳｨｷﾍﾟﾃﾞｨｱより） 

Lowell Mason(1792.1.8～1872.8.11)はアメリカの賛美歌の基礎を築いた音楽家で「米国

賛美歌の父」「米国教育音楽の父」と呼ばれている。 

1792 年マサチューセッツ州メドフィールドで生まれ、全くの独学で音楽を学び、 



1812 年サヴァナで銀行員となるが、夜は音楽の勉強をし続け合唱団の指揮をして音楽を

教えた。 

1822 年ボストン・ヘンデル・ハイドン協会から聖歌集を出版。その後協会の総裁となる。 

1832 年にボストン音学校を設立。 

1835 年アメリカ最初の音樂博士号をニューヨーク大学から受ける。 

1837 年には音楽教育法視察のためドイツに行く。 

1854 年以降は三男ウィリアムと一緒にニュージャージー州オレンジ市で余生を送り

1872 年に没した。 

メイスンのスタイルは、大衆的、民謡的、米国的であり、欧州の曲を多数編曲した。そ

の代表作が「主よ御許に近づかん」である。 

 

 

Wikipedia によれば、二人が生きた 19 世紀は帝国主義の興隆、国民国家の成立、列強の

植民地争奪戦が起るなど目まぐるしい時代だった。 

イギリスは 18 世紀半ば～19 世紀にかけていち早く産業革命を遂げ、工業化による生産力

の増大により、圧倒的な経済力と軍事力で世界の覇権を握った。植民地は地球上のいたる

ところに有り「我が大英帝国に日の沈むところはない」と言わしめるものだった。 

 

しかし西欧では 1789.7.14 フランス革命の影響により自由主義とナショナリズムが広が

った。19 世紀初頭のナポレオンの興亡や反動的なウィーン体制、数々の市民革命の勃発後、

ナショナリズムの高揚によりドイツ、イタリア等の新たな統一強力国家が登場した。 

19 世紀中頃に独伊米はイギリスに続き産業革命を成し遂げた。こうした後進産業国では

政府の強力な指導下で産業育成がなされた。19 世紀末期には資源の豊富な米国や重化学工

業が成長したドイツの発展が著しく、事実上イギリスの覇権は崩れた。 

 


